
2803710月13日 晴 良 （30京都4）第4日 第1競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時05分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：51．0
1：50．9

重
不良

810 ト イ ガ ー 牡2黒鹿55 藤岡 佑介桐谷 茂氏 村山 明 新冠 高瀬牧場 530＋ 81：55．9 4．5�
78 � ノ イ ー ヴ ァ 牝2鹿 54 武 豊�ノースヒルズ 安田 翔伍 米 Spendthrift

Farm LLC 472＋ 61：56．32� 3．9�
66 ラインリンクス 牡2鹿 55

53 △富田 暁大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新ひだか 土田農場 490± 01：57．04 8．5�
22 ショウナンマンカイ 牝2栗 54 藤岡 康太国本 哲秀氏 西村 真幸 新冠 ムラカミファーム 486＋ 21：57．53 4．5�
33 ビップゼロワン 牡2鹿 55 国分 優作鈴木 邦英氏 松下 武士 新ひだか 本桐牧場 460± 01：57．81	 17．0�
11 トウケイピン 牡2青 55 高倉 稜木村 信彦氏 湯窪 幸雄 新冠 川上牧場 484± 01：57．9	 111．9	
77 ブルベアアルジェン 牡2栗 55 松山 弘平 �ブルアンドベア 川村 禎彦 青森 今川 満良 512－ 2 〃 ハナ 100．9

44 ミスビートリックス 牝2青鹿54 川田 将雅 J．ウー氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 482－ 21：58．0クビ 7．9�
89 マサノビジョン 牡2栗 55 
島 良太古賀 禎彦氏 飯田 祐史 日高 浜本牧場 474＋ 8 〃 ハナ 78．3�
55 ウォーターエデン 牝2鹿 54 和田 竜二山岡 良一氏 岡田 稲男 新冠 須崎牧場 476－ 41：58．53 6．0
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売 得 金
単勝： 18，538，300円 複勝： 26，081，400円 枠連： 6，797，500円
馬連： 36，951，000円 馬単： 19，986，900円 ワイド： 24，676，300円
3連複： 52，818，300円 3連単： 78，224，500円 計： 264，074，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 130円 � 250円 枠 連（7－8） 700円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 330円 �� 720円 �� 750円

3 連 複 ��� 2，610円 3 連 単 ��� 12，330円

票 数

単勝票数 計 185383 的中 � 34334（2番人気）
複勝票数 計 260814 的中 � 36651（4番人気）� 69332（1番人気）� 20569（6番人気）
枠連票数 計 67975 的中 （7－8） 7495（1番人気）
馬連票数 計 369510 的中 �� 36173（1番人気）
馬単票数 計 199869 的中 �� 8632（4番人気）
ワイド票数 計 246763 的中 �� 21001（1番人気）�� 8419（13番人気）�� 7944（14番人気）
3連複票数 計 528183 的中 ��� 15129（12番人気）
3連単票数 計 782245 的中 ��� 4598（49番人気）

ハロンタイム 12．2―11．7―12．4―12．6―13．2―13．4―13．2―13．1―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．9―36．3―48．9―1：02．1―1：15．5―1：28．7―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．8―3F40．4
1
3
6，4，5，10（3，2）9（7，8）－1
4－6，2（3，5）（7，10）8，9，1

2
4
4，6－5（3，10）2－9，7，8，1
4（6，10）－2（3，5）（7，8）－9－1

勝馬の
紹 介

ト イ ガ ー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2018．7．7 中京10着

2016．3．3生 牡2黒鹿 母 アクイレジア 母母 ロ ジ ー タ 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ブルベアアルジェン号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。

2803810月13日 晴 良 （30京都4）第4日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時35分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．4
1：23．0

不良
重

33 デターミネーション 牡2鹿 55 川田 将雅 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 468＋ 81：25．3 1．1�
66 マイネルプリサイス 牡2栗 55 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 浦河 上山牧場 476＋ 41：26．47 20．8�
78 コパノカーリング 牡2鹿 55 藤岡 康太小林 祥晃氏 村山 明 新冠 有限会社 大

作ステーブル 456± 01：27．03� 10．3�
79 ウインプリンツ 牡2黒鹿55 高倉 稜�ウイン 奥村 豊 浦河 大北牧場 486± 01：27．32 160．3�
811 ズ ラ リ 牡2栗 55 松山 弘平杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 480± 01：27．4� 27．2	
67 トモノマウイ 牡2鹿 55 田中 健共田 義夫氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 474－16 〃 アタマ 67．4

22 ダンツアタッカー 牡2鹿 55

53 △富田 暁山元 哲二氏 池添 兼雄 様似 富田 恭司 478－ 21：27．5� 82．8�
44 ケントホープ 牡2鹿 55 小牧 太田畑 富子氏 西橋 豊治 新ひだか 山野牧場 484± 01：27．92� 19．6�
55 ロ ズ 牝2鹿 54 松若 風馬 �ローレルレーシング 坂口 正則 新ひだか 田中 春美 B444＋ 4 〃 クビ 190．2
11 クールリチャード 牡2芦 55 国分 優作川上 哲司氏 松下 武士 新ひだか 沖田 博志 456＋101：28．85 122．0�
810 ニホンピロアメリア 牝2鹿 54 秋山真一郎小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 442＋ 81：30．07 69．0�
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売 得 金
単勝： 28，634，300円 複勝： 86，950，100円 枠連： 8，437，300円
馬連： 31，324，800円 馬単： 28，946，500円 ワイド： 25，652，400円
3連複： 46，432，200円 3連単： 103，517，200円 計： 359，894，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 130円 � 120円 枠 連（3－6） 360円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 190円 �� 160円 �� 460円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 1，290円

票 数

単勝票数 計 286343 的中 � 215219（1番人気）
複勝票数 計 869501 的中 � 705619（1番人気）� 37108（3番人気）� 46431（2番人気）
枠連票数 計 84373 的中 （3－6） 18084（2番人気）
馬連票数 計 313248 的中 �� 52791（2番人気）
馬単票数 計 289465 的中 �� 44710（2番人気）
ワイド票数 計 256524 的中 �� 35832（2番人気）�� 48084（1番人気）�� 10884（6番人気）
3連複票数 計 464322 的中 ��� 65657（1番人気）
3連単票数 計1035172 的中 ��� 57913（2番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．8―12．4―12．5―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．1―47．5―1：00．0―1：12．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．2―3F37．8
3 3，9（6，10）8（4，11）7－1，5－2 4 3（6，9）8（4，10）11，7－（1，5）2

勝馬の
紹 介

デターミネーション �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 End Sweep デビュー 2018．7．7 中京3着

2016．3．5生 牡2鹿 母 デュアルストーリー 母母 ディアブロズストーリー 3戦1勝 賞金 8，800，000円

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第４回 京都競馬 第４日



2803910月13日 晴 良 （30京都4）第4日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走11時05分 （芝・右・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：45．9
1：45．6

良
良

77 オールイズウェル 牡2黒鹿55 藤岡 佑介小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 490－ 21：49．2 2．7�
88 カフジローズ 牝2鹿 54 松山 弘平加藤 守氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 508＋ 61：49．52 15．5�
22 ワ ダ ツ ミ 牡2鹿 55 武 豊谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 482＋ 2 〃 クビ 4．5�
11 ヒロシゲヨッシー 牡2黒鹿55 和田 竜二�岡 隆氏 北出 成人 新ひだか 矢野牧場 428＋ 21：49．92� 3．1�
55 アナスタシオ 牝2青鹿54 藤岡 康太�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458＋ 41：50．0� 9．7	
33 バトルアグレッシブ 牡2黒鹿 55

53 △富田 暁宮川 秋信氏 本田 優 浦河 帰山 清貴 486＋101：50．42� 9．7

44 タイガーアチーヴ 牡2鹿 55 太宰 啓介伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 �川 啓一 438－ 6 〃 クビ 89．3�
66 ランドリュウオー 牡2栗 55 国分 優作木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 444－ 21：50．5クビ 93．8�
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売 得 金
単勝： 21，203，500円 複勝： 24，608，000円 枠連： 発売なし
馬連： 43，447，700円 馬単： 22，764，300円 ワイド： 22，737，700円
3連複： 47，107，000円 3連単： 86，732，700円 計： 268，600，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 320円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 480円 �� 280円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 6，190円

票 数

単勝票数 計 212035 的中 � 65050（1番人気）
複勝票数 計 246080 的中 � 67919（1番人気）� 13677（6番人気）� 40052（3番人気）
馬連票数 計 434477 的中 �� 25218（6番人気）
馬単票数 計 227643 的中 �� 9597（8番人気）
ワイド票数 計 227377 的中 �� 11756（8番人気）�� 23388（3番人気）�� 8898（12番人気）
3連複票数 計 471070 的中 ��� 26578（6番人気）
3連単票数 計 867327 的中 ��� 10146（25番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．3―12．6―12．2―12．2―12．3―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―36．5―49．1―1：01．3―1：13．5―1：25．8―1：37．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F35．7
3 3，4，5（6，7）2（1，8） 4 3（4，5）（6，7）2（1，8）

勝馬の
紹 介

オールイズウェル 
�
父 ルーラーシップ 

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2018．7．8 中京6着

2016．3．9生 牡2黒鹿 母 ラ ブ フ ー ル 母母 サブリナシューズ 2戦1勝 賞金 5，000，000円

2804010月13日 晴 良 （30京都4）第4日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走11時35分 （ダート・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：11．0
1：10．2

重
不良

46 ザイツィンガー 牡2芦 55 藤岡 康太永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 428 ―1：14．0 6．3�
814 パワープラント 牡2鹿 55 水口 優也山上 和良氏 大根田裕之 浦河 浦河育成牧場 474 ―1：14．42� 17．5�
59 レ サ イ ヤ 牡2黒鹿55 武 豊落合 稔氏 今野 貞一 厚真 阿部 栄乃進 484 ―1：14．61� 2．2�
11 チタノブーケ 牝2鹿 54 松若 風馬中村 光利氏 坂口 正則 新冠 アラキフアーム 428 ―1：14．81 23．9�
34 ハイワールド 牡2栗 55 藤岡 佑介服部 新平氏 小崎 憲 新ひだか へいはた牧場 414 ―1：15．22� 19．3�
815 アイファーアクター 牡2鹿 55

52 ▲三津谷隼人中島 稔氏 作田 誠二 新冠 川上 悦夫 464 ―1：15．3� 242．4�
22 キョウエイミーレス 牡2鹿 55 四位 洋文田中 晴夫氏 小崎 憲 新ひだか 藤沢牧場 480 ―1：15．72� 35．1	
610 グランエースマン 牡2栗 55 和田 竜二布施 慶士氏 中竹 和也 新冠 ハシモトフアーム 484 ―1：16．02 4．7

713 ティーブルーム 牡2栗 55 松山 弘平深見 富朗氏 池添 兼雄 登別 登別上水牧場 448 ―1：16．85 65．1�
23 ハチノヘキンボシ 牡2黒鹿55 川島 信二西村新一郎氏 天間 昭一 青森 織笠 時男 434 ―1：16．9クビ 279．2�
47 ウォーターヴィラ 牝2芦 54 田中 健窪田 康志氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 502 ―1：17．0� 33．1
35 メイショウパンゲア 牝2栗 54 川田 将雅松本 好�氏 和田 勇介 浦河 浦河日成牧場 480 ―1：17．32 26．3�
712 タガノベリンダ 牝2鹿 54 秋山真一郎八木 良司氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444 ―1：18．04 11．1�
58 アトミックスワップ 牝2鹿 54 太宰 啓介田頭 勇貴氏 古賀 史生 日高 門別牧場 452 ―1：18．32 209．1�
611 ダイユウドナート 牡2鹿 55 国分 優作大友 靖岐氏 加藤 和宏 浦河 ダイヤモンドファーム 442 ―1：22．8大差 349．2�
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売 得 金
単勝： 21，654，300円 複勝： 22，844，600円 枠連： 9，306，500円
馬連： 33，409，800円 馬単： 16，972，400円 ワイド： 22，395，900円
3連複： 45，948，800円 3連単： 53，599，000円 計： 226，131，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 190円 � 270円 � 120円 枠 連（4－8） 3，670円

馬 連 �� 3，580円 馬 単 �� 6，120円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 300円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，620円 3 連 単 ��� 21，390円

票 数

単勝票数 計 216543 的中 � 28700（3番人気）
複勝票数 計 228446 的中 � 28328（3番人気）� 16470（5番人気）� 65731（1番人気）
枠連票数 計 93065 的中 （4－8） 1963（15番人気）
馬連票数 計 334098 的中 �� 7215（14番人気）
馬単票数 計 169724 的中 �� 2079（20番人気）
ワイド票数 計 223959 的中 �� 4935（13番人気）�� 21177（2番人気）�� 10936（3番人気）
3連複票数 計 459488 的中 ��� 13122（7番人気）
3連単票数 計 535990 的中 ��� 1816（66番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―11．9―12．3―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．9―24．3―36．2―48．5―1：01．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F37．8
3 ・（9，14）（5，1）－10（6，15）＝2，8，4（12，7）－3－13＝11 4 ・（9，14）1－（5，6）－（15，10）－（4，2）－8－7，3，12－13＝11

勝馬の
紹 介

ザイツィンガー �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2016．3．25生 牡2芦 母 ザッハトルテ 母母 パ フ ェ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ダイユウドナート号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイユウドナート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年11月13日まで平地

競走に出走できない。
※出走取消馬 ブルベアローザ号（疾病〔感冒〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 イチバンヤリ号



2804110月13日 晴 良 （30京都4）第4日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時25分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：32．3

良
良

35 ウルクラフト 牝2黒鹿54 松山 弘平 �サンデーレーシング 吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 412 ―1：34．3 4．4�

48 キュールエサクラ 牝2青鹿54 藤岡 佑介岡本 良三氏 中内田充正 安平 追分ファーム 464 ―1：34．61� 2．6�
47 シゲルピンクダイヤ 牝2黒鹿54 和田 竜二森中 蕃氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 460 ― 〃 ハナ 25．6�
36 モンドヌーヴォー 牡2黒鹿55 松若 風馬 �キャロットファーム 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454 ―1：35．02� 7．2�
12 バイオダイナミック 牝2鹿 54 田中 健杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 444 ― 〃 クビ 30．7�
816	 モズエロイコ 牡2鹿 55 秋山真一郎 	キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Don Alberto

Corporation 464 ―1：35．95 19．9

612 バンクショット 牡2黒鹿55 川田 将雅吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 472 ―1：36．0クビ 32．5�
23 クリノオンリーワン 牝2芦 54 菱田 裕二栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 432 ― 〃 クビ 33．5�
11 スパンキーワールド 牡2栗 55 藤岡 康太大塚 亮一氏 友道 康夫 浦河 杵臼牧場 504 ―1：36．1クビ 8．0
611 メロディーレーン 牝2鹿 54

51 ▲三津谷隼人岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 336 ― 〃 クビ 351．7�
510 オリアナフィオーレ 牝2栗 54 国分 恭介 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 418 ―1：36．52� 55．6�
24 ライトヴェロシティ 牡2鹿 55 四位 洋文 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 484 ―1：36．82 56．9�
817 メイショウヒノクニ 牡2黒鹿55 太宰 啓介松本 好雄氏 大橋 勇樹 日高 戸川牧場 474 ―1：36．9クビ 177．3�
815 ウインホノカ 牝2鹿 54

52 △富田 暁	ウイン 寺島 良 浦河 富菜牧場 388 ― 〃 クビ 369．3�
713	 ヴィーゲンリート 牝2青鹿54 武 豊	ノースヒルズ 武 幸四郎 米 Kinsman

Farm 476 ―1：37．32� 12．6�
59 ゼロドライブ 牡2栗 55 水口 優也中西 功氏 服部 利之 日高 大矢牧場 416 ―1：38．57 349．8�
714 チ ャ リ ャ 牝2鹿 54 浜中 俊岡 浩二氏 佐々木晶三 日高 アイズスタッド株式会社 458 ―1：41．6大差 114．5�

（17頭）

売 得 金
単勝： 28，855，600円 複勝： 35，158，400円 枠連： 14，537，000円
馬連： 46，584，000円 馬単： 21，004，600円 ワイド： 30，904，100円
3連複： 63，779，000円 3連単： 68，732，600円 計： 309，555，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 130円 � 360円 枠 連（3－4） 380円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，540円 �� 910円

3 連 複 ��� 4，010円 3 連 単 ��� 19，070円

票 数

単勝票数 計 288556 的中 � 54318（2番人気）
複勝票数 計 351584 的中 � 63873（2番人気）� 86063（1番人気）� 17518（6番人気）
枠連票数 計 145370 的中 （3－4） 29558（1番人気）
馬連票数 計 465840 的中 �� 52863（1番人気）
馬単票数 計 210046 的中 �� 9791（4番人気）
ワイド票数 計 309041 的中 �� 28771（1番人気）�� 4721（18番人気）�� 8272（9番人気）
3連複票数 計 637790 的中 ��� 11910（11番人気）
3連単票数 計 687326 的中 ��� 2612（48番人気）

ハロンタイム 12．3―10．4―11．2―12．3―12．4―11．9―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―22．7―33．9―46．2―58．6―1：10．5―1：22．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F35．7
3 ・（14，8）（7，13）12（16，5）6（1，2）10，3－15－（9，17）4，11 4 ・（8，16）5，12（13，2）（6，1）（7，3）（14，10）－15（17，4）（9，11）

勝馬の
紹 介

ウルクラフト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Monsun 初出走

2016．2．26生 牝2黒鹿 母 ウ ミ ラ ー ジ 母母 Ungarin 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チャリャ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年11月13日まで平地競走に

出走できない。

2804210月13日 晴 良 （30京都4）第4日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走12時55分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

59 ジュエアトゥー �4栗 57
54 ▲三津谷隼人首藤 徳氏 山内 研二 新ひだか 谷岡牧場 508＋ 21：12．0 4．7�

35 � セルバンテスカズマ 牡5黒鹿57 藤岡 康太合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 532＋ 21：12．42� 106．7�
12 � レジスタンス �4鹿 57 松若 風馬前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456＋161：12．61 32．6�
23 ウインクレド 牡5鹿 57 高倉 稜�ウイン 飯田 雄三 新ひだか 平野牧場 B490＋ 2 〃 クビ 18．5�
816 ヴーディーズピアス 牝3青鹿53 秋山真一郎田島 大史氏 松元 茂樹 新冠 オリエント牧場 470－ 41：13．23� 16．0�
714 ドゥドゥドゥ 牡5青鹿57 岡田 祥嗣	ターフ・スポート坂口 正則 日高 モリナガファーム 474± 0 〃 ハナ 51．5

815� マルカテノール 牡4鹿 57 国分 恭介日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 478－ 6 〃 ハナ 104．9�
612 ワイルドフォックス 牡4黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 武 幸四郎 浦河 鳥井 征士 512－ 8 〃 クビ 3．2�
611 テイエムゼッケイ 牝3栗 53 	島 良太竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 村下農場 450－ 81：13．3クビ 207．3
36 ダイメイギンガ 牝3栗 53 和田 竜二宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 468＋ 81：13．61
 3．3�
47 � スズカファイン 牡6栗 57

55 △富田 暁永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 470＋ 41：13．81� 67．1�
510 ジャックビーンズ 牡3栗 55 田中 健 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム B468＋ 61：14．22� 111．2�
713� サ ヤ ネ エ 牝4鹿 55 国分 優作竹森 幹雄氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 490± 01：14．41� 129．4�
48 オーロスターキス 牝3栗 53 川島 信二加藤 徹氏 南井 克巳 新ひだか 本桐牧場 480－ 21：14．61� 10．5�
24 � ノヴァルーナ 牝4鹿 55 松山 弘平林 正道氏 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 41：15．02� 8．9�
（15頭）

11 バーニングペスカ 牡3鹿 55 武 豊山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 468＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 17，518，400円 複勝： 24，934，400円 枠連： 17，407，000円
馬連： 28，921，700円 馬単： 13，593，900円 ワイド： 21，852，500円
3連複： 35，674，700円 3連単： 43，348，000円 計： 203，250，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 190円 � 1，770円 � 580円 枠 連（3－5） 890円

馬 連 �� 24，070円 馬 単 �� 38，470円

ワ イ ド �� 6，820円 �� 1，850円 �� 18，400円

3 連 複 ��� 135，130円 3 連 単 ��� 506，890円

票 数

単勝票数 差引計 175184（返還計 83255） 的中 � 29793（3番人気）
複勝票数 差引計 249344（返還計401571） 的中 � 45190（2番人気）� 3009（12番人気）� 10001（8番人気）
枠連票数 差引計 174070（返還計 2361） 的中 （3－5） 15001（4番人気）
馬連票数 差引計 289217（返還計211667） 的中 �� 931（43番人気）
馬単票数 差引計 135939（返還計131042） 的中 �� 265（77番人気）
ワイド票数 差引計 218525（返還計103600） 的中 �� 820（49番人気）�� 3119（19番人気）�� 302（76番人気）
3連複票数 差引計 356747（返還計333080） 的中 ��� 198（183番人気）
3連単票数 差引計 433480（返還計575142） 的中 ��� 62（832番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．8―11．8―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．7―35．5―47．3―59．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F36．5
3 ・（4，12）9（2，6）（8，10）13（5，7，11）（3，16，15）－14 4 ・（4，12，9）（2，6）（8，10）（5，13）（7，11）3（16，15）14

勝馬の
紹 介

ジュエアトゥー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．11．5 京都2着

2014．6．2生 �4栗 母 ナイストップクイン 母母 ゼルマジョーンズ 15戦3勝 賞金 33，400，000円
〔競走除外〕 バーニングペスカ号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。



2804310月13日 晴 良 （30京都4）第4日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走13時25分 （芝・右・外）
500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

44 � エアアルマス 牡3鹿 55 松山 弘平 �ラッキーフィールド池添 学 米
Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

480± 01：34．7 1．6�
812 トゥザフロンティア 牡3鹿 55 川田 将雅 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 506＋ 21：34．91	 3．7�
813 ヤマニンペダラーダ 牡4黒鹿57 岡田 祥嗣土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 462± 01：35．0
 11．2�
56 キャッチミーアップ 牝3鹿 53 菱田 裕二畑佐 博氏 河内 洋 日高 浜本牧場 456＋ 6 〃 クビ 27．0�
45 タガノスカイハイ 牡3鹿 55 秋山真一郎八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482＋ 81：35．32 21．1	
57 サ ラ ザ ン 牡5鹿 57 松若 風馬 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 466－ 61：35．4クビ 93．1

710 ムーンザムーン 牝4鹿 55 和田 竜二林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 484＋ 8 〃 アタマ 14．2�
68 ミ ア グ ア 牝3青鹿53 太宰 啓介五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 454＋ 41：35．5
 14．2�
69 ラニカイサンデー 牡4鹿 57

55 △富田 暁横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 466＋ 41：35．6� 138．1
33 キングディグニティ 牡4黒鹿57 藤岡 佑介 �ローレルレーシング 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 466＋ 2 〃 アタマ 24．4�
22 フェアラフィネ 牝6芦 55 高倉 稜ディアレストクラブ� 森田 直行 日高 豊洋牧場 472＋ 8 〃 アタマ 88．5�
711 ラントシャフト 牝4栗 55 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 2 〃 ハナ 291．3�
11 マーティンルナ 牝3鹿 53 �島 良太大戸 志浦氏 沖 芳夫 新冠 村上 欽哉 466± 01：35．7
 441．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 31，318，500円 複勝： 104，345，800円 枠連： 13，581，500円
馬連： 58，203，100円 馬単： 33，115，000円 ワイド： 38，811，100円
3連複： 78，098，100円 3連単： 124，303，000円 計： 481，776，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 130円 � 160円 枠 連（4－8） 200円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 170円 �� 260円 �� 490円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 1，960円

票 数

単勝票数 計 313185 的中 � 149254（1番人気）
複勝票数 計1043458 的中 � 784062（1番人気）� 73251（2番人気）� 44496（3番人気）
枠連票数 計 135815 的中 （4－8） 51147（1番人気）
馬連票数 計 582031 的中 �� 147256（1番人気）
馬単票数 計 331150 的中 �� 49759（1番人気）
ワイド票数 計 388111 的中 �� 69646（1番人気）�� 36804（2番人気）�� 16329（7番人気）
3連複票数 計 780981 的中 ��� 70083（2番人気）
3連単票数 計1243030 的中 ��� 45777（1番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．0―12．3―11．8―11．7―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．2―36．2―48．5―1：00．3―1：12．0―1：23．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．4
3 7（6，8）（2，5）（10，9）12，4，13，11，1，3 4 ・（7，6）8（2，5，10，9）（4，12）（11，13）－（1，3）

勝馬の
紹 介

�エアアルマス �
�
父 Majestic Warrior �

�
母父 Empire Maker デビュー 2017．11．5 京都2着

2015．5．6生 牡3鹿 母 Nokaze 母母 Macarena Macarena 6戦2勝 賞金 20，100，000円

2804410月13日 晴 良 （30京都4）第4日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時55分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

55 クリノピョートル 牡4栗 57 藤岡 康太栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 バンブー牧場 506＋ 61：52．5 18．9�
79 サンライズセナ 牡3栗 55 松若 風馬松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 498＋ 41：53．45 2．3�
44 マンハッタンロック 牡4鹿 57 浜中 俊 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 21：53．5� 4．6�
68 ハギノフロンティア 牡3栗 55 和田 竜二日隈 良江氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 514＋ 81：54．35 35．0�
22 ル リ ジ オ ン 牡3鹿 55 武 豊�G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490± 01：54．62 17．0	
710 サンライズブリッツ 牡3栗 55 菱田 裕二松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 480－ 6 〃 クビ 128．6

33 ブルベアラクーン 牡4栗 57 国分 優作 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 青森 伊藤牧場 B546± 01：54．7� 65．6�
811 シ ー レ ー ン 牡3鹿 55 川島 信二谷掛 龍夫氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 458－11 〃 ハナ 263．6�
56 クイックファイア 牡3鹿 55 藤岡 佑介下河美智子氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 482＋121：54．8� 2．5�
812 サウンドテーブル 牡4黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 金 球美 480＋ 41：55．33 41．9�
11 � ベ ー 牡3栗 55 松山 弘平北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 478－18 〃 クビ 55．5�
67 グランロックハート 牡3鹿 55

53 △富田 暁飯田 訓大氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 B502－ 41：57．7大差 135．1�
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売 得 金
単勝： 26，396，500円 複勝： 36，236，400円 枠連： 10，782，300円
馬連： 53，165，400円 馬単： 26，852，600円 ワイド： 32，632，300円
3連複： 72，521，600円 3連単： 110，143，400円 計： 368，730，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，890円 複 勝 � 220円 � 110円 � 120円 枠 連（5－7） 270円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 5，040円

ワ イ ド �� 440円 �� 580円 �� 170円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 11，900円

票 数

単勝票数 計 263965 的中 � 11170（5番人気）
複勝票数 計 362364 的中 � 23032（4番人気）� 146476（1番人気）� 68511（2番人気）
枠連票数 計 107823 的中 （5－7） 30447（1番人気）
馬連票数 計 531654 的中 �� 27078（4番人気）
馬単票数 計 268526 的中 �� 3989（14番人気）
ワイド票数 計 326323 的中 �� 16249（4番人気）�� 11970（5番人気）�� 64232（1番人気）
3連複票数 計 725216 的中 ��� 54999（2番人気）
3連単票数 計1101434 的中 ��� 6706（33番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―12．6―12．9―12．9―12．1―12．4―13．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．2―35．8―48．7―1：01．6―1：13．7―1：26．1―1：39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．8
1
3
12，6，7－1，10，2（4，11）（5，8，9）3・（12，6，9）3－4（1，11）8－2，7（10，5）

2
4
12，6，7－1（10，11）（2，4）（5，9）8，3・（12，6，9）－（4，3）8－1（11，5）2＝10－7

勝馬の
紹 介

クリノピョートル �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ブ ロ ッ コ デビュー 2016．8．28 小倉7着

2014．3．11生 牡4栗 母 チリビリビン 母母 スイートバンブー 15戦2勝 賞金 20，300，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔発走状況〕 サンライズセナ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グランロックハート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年11月13日まで平

地競走に出走できない。



2804510月13日 晴 良 （30京都4）第4日 第9競走 ��
��1，400�もみじステークス

発走14時25分 （芝・右・外）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 161，000円 46，000円 23，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

良
良

22 ニホンピロヘンソン 牡2黒鹿55 浜中 俊小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 468＋ 21：24．2 3．6�
44 ディープダイバー 牡2黒鹿55 川田 将雅�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 平山牧場 450＋ 41：24．51	 2．2�
11 アーデントリー 牡2鹿 55 太宰 啓介巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 448＋101：24．71
 11．3�
33 ミヤジシルフィード 牡2芦 55 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 松浦牧場 478＋ 81：24．91� 3．9�
66 アヴァンティスト 牡2栗 55 武 豊 �カナヤマホール

ディングス 西浦 勝一 新ひだか 谷岡牧場 460－ 41：25．75 10．0�
77 サパムーカンチャイ 牝2鹿 54 水口 優也	ミルファーム 田中 清隆 千歳 社台ファーム 438－ 41：25．8� 161．8

55 フルクトゥス 牡2栗 55 国分 優作	ミルファーム 的場 均 新冠 長浜 秀昭 444－ 61：26．65 140．8�
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売 得 金
単勝： 34，759，300円 複勝： 28，005，300円 枠連： 発売なし
馬連： 46，745，800円 馬単： 30，645，600円 ワイド： 21，924，300円
3連複： 51，791，200円 3連単： 167，782，200円 計： 381，653，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 140円 �� 380円 �� 300円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 2，840円

票 数

単勝票数 計 347593 的中 � 81433（2番人気）
複勝票数 計 280053 的中 � 62782（2番人気）� 109277（1番人気）
馬連票数 計 467458 的中 �� 116877（1番人気）
馬単票数 計 306456 的中 �� 34113（3番人気）
ワイド票数 計 219243 的中 �� 53819（1番人気）�� 11524（9番人気）�� 15890（4番人気）
3連複票数 計 517912 的中 ��� 45489（3番人気）
3連単票数 計1677822 的中 ��� 42696（12番人気）

ハロンタイム 13．1―12．0―12．6―12．3―12．0―10．7―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．1―25．1―37．7―50．0―1：02．0―1：12．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．2
3 2，3（1，4）6，7－5 4 ・（2，3）（1，4）6－7，5

勝馬の
紹 介

ニホンピロヘンソン �

父 ルーラーシップ �


母父 コマンダーインチーフ デビュー 2018．9．17 阪神1着

2016．3．17生 牡2黒鹿 母 ニホンピロアブミ 母母 ニホンピロクリア 2戦2勝 賞金 23，161，000円

2804610月13日 晴 良 （30京都4）第4日 第10競走 ��
��1，800�

ほ り か わ

堀 川 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

89 ヤマニンエルフィン 牝7鹿 55 松若 風馬土井 肇氏 松下 武士 浦河 廣田 伉助 510＋ 61：46．4 17．2�
22 レイズアベール 牝4鹿 55 武 豊 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 452＋ 2 〃 ハナ 3．2�
55 シャンティローザ 牝4青鹿55 川田 将雅ホシノレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 470± 01：46．82� 6．1�
810 ウインクルサルーテ 牝5鹿 55 四位 洋文�有能 高橋 亮 浦河 丸幸小林牧場 444＋ 61：47．01 28．4�
77 カレンシリエージョ 牝3栗 53 松山 弘平鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 482＋ 8 〃 アタマ 6．5	
78 テーオービクトリー 牝4鹿 55 和田 竜二小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 484＋12 〃 クビ 2．7

11 トウカイシェーン 牝5栗 55 太宰 啓介内村 正則氏 北出 成人 平取 二風谷ファーム 470－ 41：47．21	 97．8�
66 テイケイレーヴ 牝5鹿 55 富田 暁兼松 忠男氏 荒川 義之 洞
湖 レイクヴィラファーム 530－ 6 〃 クビ 19．3�
44 エッジースタイル 牝5栗 55 秋山真一郎 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 480± 0 〃 アタマ 9．5
33 クリノサンスーシ 牝5鹿 55 国分 優作栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 460＋121：47．94 178．4�
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売 得 金
単勝： 37，674，200円 複勝： 48，764，500円 枠連： 18，356，600円
馬連： 89，387，600円 馬単： 38，649，900円 ワイド： 48，843，500円
3連複： 113，424，600円 3連単： 169，869，500円 計： 564，970，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，720円 複 勝 � 390円 � 140円 � 200円 枠 連（2－8） 1，490円

馬 連 �� 2，830円 馬 単 �� 8，160円

ワ イ ド �� 910円 �� 1，140円 �� 420円

3 連 複 ��� 4，470円 3 連 単 ��� 42，830円

票 数

単勝票数 計 376742 的中 � 17464（6番人気）
複勝票数 計 487645 的中 � 24414（6番人気）� 112207（2番人気）� 63537（4番人気）
枠連票数 計 183566 的中 （2－8） 9517（7番人気）
馬連票数 計 893876 的中 �� 24435（13番人気）
馬単票数 計 386499 的中 �� 3552（33番人気）
ワイド票数 計 488435 的中 �� 13299（13番人気）�� 10475（16番人気）�� 31842（4番人気）
3連複票数 計1134246 的中 ��� 19024（17番人気）
3連単票数 計1698695 的中 ��� 2875（165番人気）

ハロンタイム 13．1―11．4―11．5―11．6―11．9―11．5―11．6―11．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．5―36．0―47．6―59．5―1：11．0―1：22．6―1：34．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．4
3 6，4－7（3，9）（1，8）2，5，10 4 6，4－7（3，9）（1，8）2（5，10）

勝馬の
紹 介

ヤマニンエルフィン �
�
父 スウィフトカレント �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．11．3 京都8着

2011．2．12生 牝7鹿 母 ヤマニングロワール 母母 ワンオブアクライン 45戦3勝 賞金 73，733，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



2804710月13日 晴 良 （30京都4）第4日 第11競走 ��
��2，000�

おおはら

大原ステークス
発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，29．10．14以降30．10．8まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬
および未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

66 � タニノフランケル 牡3青鹿53 武 豊谷水 雄三氏 中竹 和也 愛 Yuzo Tani-
mizu 518＋ 42：01．1 2．2�

44 アテンフェスタ 牡5栗 54 太宰 啓介河村 �平氏 寺島 良 浦河 多田 善弘 B492－ 2 〃 クビ 60．5�
67 ア ク ー ト 牡5鹿 55 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 438－ 42：01．2� 16．1�
55 メイショウキトラ 牡7栗 52 畑端 省吾松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 磯野牧場 498± 02：01．3クビ 49．0�
11 アドマイヤエイカン 牡5鹿 56 浜中 俊近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 506＋ 4 〃 アタマ 3．7	
78 ナリタエイト 牡5鹿 53 松若 風馬
オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 460－ 42：01．4� 109．7�
22 メイケイレジェンド 牡5鹿 54 富田 暁名古屋競馬
 木原 一良 登別 青藍牧場 484－ 42：01．5	 22．5�
811 ケンホファヴァルト 牡5鹿 56 川田 将雅中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 474＋122：01．6� 5．5
810 スズカルパン 牡9鹿 54 和田 竜二永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 474± 0 〃 クビ 24．6�
33 タイセイアプローズ 牡6鹿 54 松山 弘平田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 480± 02：02．13 35．6�
79 サトノグラン 牡4青鹿55 藤岡 康太 
サトミホースカンパニー 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 484－ 82：02．2� 6．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 58，163，100円 複勝： 67，070，100円 枠連： 30，913，400円
馬連： 184，758，300円 馬単： 80，296，800円 ワイド： 85，351，300円
3連複： 254，147，000円 3連単： 391，499，100円 計： 1，152，199，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 160円 � 1，030円 � 250円 枠 連（4－6） 5，510円

馬 連 �� 8，200円 馬 単 �� 9，570円

ワ イ ド �� 2，460円 �� 770円 �� 8，330円

3 連 複 ��� 39，300円 3 連 単 ��� 138，520円

票 数

単勝票数 計 581631 的中 � 203443（1番人気）
複勝票数 計 670701 的中 � 135963（2番人気）� 12677（10番人気）� 67849（5番人気）
枠連票数 計 309134 的中 （4－6） 4346（16番人気）
馬連票数 計1847583 的中 �� 17441（25番人気）
馬単票数 計 802968 的中 �� 6292（34番人気）
ワイド票数 計 853513 的中 �� 8788（26番人気）�� 30237（8番人気）�� 2540（47番人気）
3連複票数 計2541470 的中 ��� 4850（85番人気）
3連単票数 計3914991 的中 ��� 2049（322番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―12．6―13．0―12．6―12．5―11．9―11．2―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．7―36．3―49．3―1：01．9―1：14．4―1：26．3―1：37．5―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．7―3F34．8
1
3
4－6，11，1，10，8（2，9）3（5，7）
4，6（11，10）（1，7）8（2，9）－（3，5）

2
4
4－6，11－1，10，8－（2，9）－（3，7）5・（4，6）（1，11，10）（2，8，7）（5，9）3

勝馬の
紹 介

�タニノフランケル �
�
父 Frankel �

�
母父 Tanino Gimlet デビュー 2017．8．12 新潟2着

2015．2．9生 牡3青鹿 母 Vodka 母母 Tanino Sister 11戦4勝 賞金 59，579，000円

2804810月13日 晴 良 （30京都4）第4日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走16時10分 （ダート・右）

1000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：20．3

重
不良

23 セ ネ ッ テ ィ 牡5鹿 57 松山 弘平 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 498＋ 21：23．9 21．9�
12 メイショウヤクシマ 牡5栗 57 藤岡 康太松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 466－ 21：24．11� 7．7�
611 メイショウサチシオ 牝4黒鹿55 武 豊松本 好雄氏 石橋 守 浦河 磯野牧場 506＋ 61：24．2クビ 4．2�
714 タマモカトレア 牝3鹿 53

51 △富田 暁タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 478＋ 2 〃 アタマ 7．0�
36 バーンフライ 牡3黒鹿55 高倉 稜�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482－ 21：24．41� 79．6�
816 グローリーグローリ 牡3黒鹿55 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 486＋ 21：24．5クビ 3．7	
713 ブライスガウ 牝5栗 55 和田 竜二一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか グランド牧場 498－ 21：24．6� 10．0

47 ヨドノビクトリー 牡4鹿 57 菱田 裕二海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 478± 01：24．7� 34．7�
59 サウスアミューズ 牝3栗 53 太宰 啓介南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 442＋ 41：24．8� 266．6�
815 モルゲンロート 牡5鹿 57 国分 優作武田 茂男氏 竹内 正洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 472－ 61：25．22� 41．3
612 ソーディヴァイン 牝5鹿 55 川田 将雅 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 530＋ 2 〃 ハナ 4．6�
24 ボクノナオミ 牝6鹿 55 浜中 俊塩澤 正樹氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 492＋ 81：25．3クビ 62．3�
35 スワーヴカイザー �7青 57 藤岡 佑介�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 542＋ 61：25．4� 86．2�
48 ラインフィール 牡5栗 57 秋山真一郎大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 510＋ 81：26．14 86．8�
11 ト キ ワ 牝6鹿 55

52 ▲三津谷隼人田畑 利彦氏 西村 真幸 新ひだか 上村 清志 474－ 41：26．63 273．4�
510 キタノユーリン 牝4鹿 55 松若 風馬北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 490＋ 61：26．7� 337．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，697，200円 複勝： 60，142，200円 枠連： 30，583，000円
馬連： 107，778，600円 馬単： 38，808，800円 ワイド： 62，056，700円
3連複： 151，488，200円 3連単： 181，179，700円 計： 673，734，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，190円 複 勝 � 410円 � 200円 � 200円 枠 連（1－2） 3，480円

馬 連 �� 4，900円 馬 単 �� 11，880円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 1，660円 �� 580円

3 連 複 ��� 7，610円 3 連 単 ��� 66，570円

票 数

単勝票数 計 416972 的中 � 15212（7番人気）
複勝票数 計 601422 的中 � 31453（7番人気）� 82415（4番人気）� 87898（3番人気）
枠連票数 計 305830 的中 （1－2） 6810（12番人気）
馬連票数 計1077786 的中 �� 17036（18番人気）
馬単票数 計 388088 的中 �� 2449（42番人気）
ワイド票数 計 620567 的中 �� 10584（17番人気）�� 9318（19番人気）�� 28834（5番人気）
3連複票数 計1514882 的中 ��� 14912（27番人気）
3連単票数 計1811797 的中 ��� 1973（210番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．3―11．7―11．8―12．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．2―34．5―46．2―58．0―1：10．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．4―3F37．7
3 11（12，13，7）（4，15）（14，16）（10，5）3（1，8，9）6，2 4 11（12，7）（4，15，13）（14，16）10（3，5）（1，9，2）8，6

勝馬の
紹 介

セ ネ ッ テ ィ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．12．27 阪神6着

2013．5．10生 牡5鹿 母 タッチザピーク 母母 タッチフォーゴールド 22戦4勝 賞金 56，222，000円
〔制裁〕 タマモカトレア号の騎手富田暁は，向正面での御法（前の馬に接触した）について戒告。（被害馬：7番）
※バーンフライ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（30京都4）第4日 10月13日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 145頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

211，770，000円
7，770，000円
22，980，000円
950，000円

22，410，000円
60，088，500円
3，770，000円
1，392，000円

勝馬投票券売得金
366，413，200円
565，141，200円
160，702，100円
760，677，800円
371，637，300円
437，838，100円
1，013，230，700円
1，578，930，900円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 5，254，571，300円

総入場人員 19，087名 （有料入場人員 17，943名）
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